国民保護業務計画

令和 3年 7月 1日

瀬川汽船株 式会社

瀬川汽船株式会社
第 1章

国民保護業務計画

総則

第 1節

計画 の 目的

この計画 は、武力攻撃事 態等 にお ける国民 の保護 のための措置 に関す る法律 (平 成

2号 、以下 「国民保護法」 とい う。)第

16年 法律第 11

36条 第 2項 及 び第 182条 第 2項 の規定 に基 づ き、 当社 の業

務 に係 る武力攻 撃事態等 (武 力攻撃事態及 び武力攻 撃予測事態 をい う。以下 同 じ。)に お ける国民 の保
護 のための措置 (以 下 「国民保護措置」 とい う。)及 び緊急対処保護措置 の的確 か つ迅速 な実施 に資す
る ことを 目的 とす る。
なお、国民保護措置 は、現 行法令 で定 め られた業務 の範 囲内 で適法 に実施 し得 る ことの み を行 えば よ
く、 それ を超 えた業務 の実施 を行 う必要 はな い もので あ る。
第 2節

基本 方針

・武力攻撃事態等 において、 国民保護法 そ の他 の法令、国民 の保護 に関す る基 本方針 (平 成

3月

17年

25日 閣議決定 )及 び この計画 に基 づ き、国民 の協力 を得 つつ、他 の機 関 と連携協力 し、 そ

の業務 に関す る国民保護措置 の的確 か つ迅速 な実施 に万全 を期 す るもの とす る。 この場合 におい
て、次 の点 に留意 す るもの とす る。

1.国 民 に対す る情報提供
。新 聞、放送、 イ ンタ ー ネ ッ ト等 の広幸反手段 を活用 して、 国民 に迅速 に国民保護措置 に関す る情報
を提供 す るよ う努 め るもの とす る。

2.関 係機関 との連 携 の確保
。国民保 護措置 に関 し、平素 か ら関係機 関 との連携体制 の整備 に努 め るもの とす る。

3.国 民保護措置 の実施 に関す る自主的判断
。国民保護措置 を実施 す るに当た っての実施方法等 について は、国及 び地方公共 団体 か ら提供 され
る情報 を踏 まえ、武力攻撃事態等 の状況 に即 して 自主的 に判断す るもの とす る。

4.高 齢者 、障害者等へ の配慮
。国民保護措置 の実施 に当 た って は、高齢者、障害者等 に対 す る配慮 を行 うもの とす る。
・ 特殊標 章 の使用等 に当 た っては、国際的 な武力紛争 において適用 され る国 際人道法 の的確 な実施
を確保 す るもの とす る。

5.安 全 の確保
。国民保護措置 の実施 に当た って は、 国及 び地方公 共 団体 の協力 を得 つつ 、 当社職 員 のほか、 当社
の実施 す る国民保護措置 に従事す る者 の安全 の確保 に十分配慮 す るもの とす る。

6.長 崎県国民保護対策本部長 の総合調整等
・長崎県国民保護対策本部長 (以 下 「県対策本部長」 とい う。)に よる総合調整 が行 われた場合 に
は、 そ の結果 に基 づ き、所 要 の措置 を的確 か つ迅速 に実施 す るよ う努 め るもの とす る。
・長崎県知事 (以 下 「県知事」 とい う。)に よ り避難住 民 の運送等 に関 し指示 が行 われた場合 に
は、 国民保護法 に基 づ き所 要 の措置 を的確 か つ迅速 に実施 す るもの とす る。

第 2章

平素 の備 え

第 1節

活動体制の整備

1.当 社国民保護対策本部 の設置
。当社 の業務 に係 る国民保護措置及 び緊急対処保護措置 に関す る事務 について社内の連絡及び調整
を図 るための常設 の連絡調整組織 として、本社 (長 崎)に 当社国民保護対策本部 (以 下 「対策本
部」 とい う。)を 設置す るもの とす る。
。対策本部 の組織及 び運 営 に関す る事項 については、別 に定 めるところによるもの とす る。

2.情 報連絡体制の整備
(1)情 報収集及 び連絡体制 の整備
。管理す る船舶等 の施設 の被災 の状況、国民保護措置 の実施状況、運航状況等 の情報 を迅速 に収
集 ・集約 で きるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等 の必要な事項 についてあらか じめ定めるも
の とす る。

(2)通 信体制 の整備
・武力攻撃事態等 において、迅速 かつ確実な連絡 が行 えるよう、関係機関 との連携 に配慮 しつつ、
必要な通信体制 を整備す るものとす る。

3.緊 急参集体制及び活動体制 の整備
・武力攻撃事態等 において、国民保護措置 を的確かつ迅速な実施す るための当社 にお ける必要な体
制 を迅速 に確立す るため、関係職員 の緊急参集等 について あらか じめ必要な事項 を定め、関係職
員 に周知す るもの とす る。

4.特 殊標章等 の適切な管理
・県知事 が平時 よ り特殊標章等 の使用 の許可 を行 う場合 であ って、あらか じめ県知事 より特殊標章
等 の使用 の許可 を受 けてお く必要がある場合 には、県知事 に対 して使用の許可 の申請 を行 い、適
切 に管理 を行 うもの とす る。
第 2節

警報又 は避難措置 の指示等の伝達体制 の整備

・警報又 は避難措置 の指示及び非難 の指示 について通知 を受 けた場合 において、社内等 にお ける警
報等 の伝達先、連絡方法、連絡手段 な ど必要な事項 を定めるもの とす る。
第 3節 管理す る船舶等 の施設 に関す る備 え
。自ら管理す る船舶等の施設が県知事 によ り避難施設 に指定 された場合 には、避難住民 の受 け入れ
が適切 に行 われ るよう必要な体制 の整備 に努 めるもの とす る。
第 4節 訓練 の実施
。平素 より、的確な国民保護措置 の実施 が可能 となるよう社内 における訓練 の実施 に努 めるととも
に、国又は、地方公共団体 が実施す る国民保護措置 について訓練へ参加す るよう努 めるもの とす
る。

武力攻撃事態等 へ の対処

第 3章
第 1節

活動体制 の確立

1.長 崎県国民保護対策本部等 へ の対応
。長崎県 か らの長 崎県国民保護対策本部 (以 下 「 県対策本部」 とい う。)の 設置 について連絡 を受
けた ときは、警報 の通知 に準 じて、社 内等 に迅速 にそ の 旨を周知す るもの とす る。

2.対 策本部 の運用等
。県対策本部 が設 置 された場合 には、既設 の対策本部 を運用す る。
・対策本部 の運用 に当 た って は、 県対策本部 と緊密 な連絡 を行 うもの とす る。

3.情 報収集及 び報 告
(1)情 報収集及 び報告
・管理 す る船舶等 の施設 の被 災 の状況、 国民保護措置 の実施状況、運航状況 な ど武力攻撃事 態等 に
関す る情報 を迅速 に収集す るもの とし、対策本部 は、 これ らの情報 を集約 し、必要 に応 じ、長崎
県 に報告 す るもの とす る。

(2)通 信体制 の確保
。国民保護措置 の実施 に必 要 な通信手段 を確保 す るため、支 障 が生 じた情報通信施設 の応 急復 旧 の
ため必 要 な措置 を講ず るもの とす る。 また、 直 ちに長崎県 に支 障 の状況 を連絡 す るもの とす る。

4.緊 急参集 の実施
。国民保護措置 を的確 か つ迅速 に実施 す るため、別 に定 め ると ころ によ り、必要 に応 じ、関係職員
の 緊急参集 を行 うもの とす る。
第 2節 安全 の確保
。国民保護措置 を実施 す るに当た って、国民保護法第

158条 第 1項 に基 づ く特殊標章及 び身分証

明書 を使用 す る場合 には、 県知事 の許可 に基 づ き適切 に使用 す るもの とす る。
第 3節

警報 の伝達

・ 県知事 よ り警報 の通知 を受 けた場合 には、別 に定 め ると ころ によ り、社 内 にお ける迅速 か つ確実
な伝達 を行 うと ともに、船舶等 の施設利用者 へ の伝達 に努 め るもの とす る。警 報 の解 除 の指示 が
あ った場合 も同様 とす る。
第 4節

避難 ・ 救援 に関す る措置

1.避 難措置 の指示 の通知及 び伝達
。県知事 か ら避難措置 の指示及 び避 難指示 の通知 を受 けた場合、別 に定 め ると ころ に よ り、社 内 に
お ける迅速 かつ確 実 な伝達 を行 うもの とす る。避難措置等 の解 除 の指示 があ つた場合 も同様 とす
る。

2.避 難住 民 の運送 に向 けた備 え
。県知事 に よ り避難 の指示 が行 われ る場合 には、長崎県 と緊密 に連絡 を行 い、必要 に応 じて、県知
事及 び長崎県内 の市町村 よ り避難住 民 の運送 の求 めが行 われ る ことに備 え、輸送力 の確保 な ど避
難住 民 の運送 の実施 に必要 な運送 の体制 を整 えるもの とす る。

,市 町村長 よ り避難実施要領 の通知 が あ った場合 には、社 内 にお ける共有 を行 うほ か、 そ の 内容 に
応 じ、必要 な体制 の確保 に努 め るもの とす る。

3.避 難・ 救援 に関す る支援
。自ら管理す る船舶 等 の施設 で あ って、 あ らか じめ県知事 よ り避難施設 として指定 された ものにお
いて避難住 民 の受入れ を行 うこ ととな った場合 には、 当該避難施設 の開設 のために必要 な措置 を
講 ず るよ う努 め るもの とす る。
第 5節

運送 の確保

1.県 知事及 び長崎県 内 の市町村長 よ り避難住 民 の運送 の求 めがあ った場合 には、資機材 の故 障等
に よ り当該運送 を行 うことがで きな い な ど正 当な理 由 がな い限 り、運送 を的確 かつ迅速 に行 うも
の とす る。

2.運 送 に必要 な船舶等 の施設 の状況確認、旅 客施設 にお ける案 内放送 、旅客誘導等 に よる秩序 の
維持等武力攻撃事 態等 にお いて旅客及 び貨物 を適切 に運送 す るため に必要 な措置 を講 ず るもの と
す る。
第 6節 安否情報 の収集
。地方公共 団体 が行 う安否情報 の収集 が 円滑 に実施 で きるよ う、業務 の範 囲内 で、照会 に応 じて安
否情報 の提供 を行 うな ど、地方公共 団体 の行 う安否情報 の収集 に協力す るよ う努 め るもの とす
る。
・ 地 方 公 共 団体 の 行 う安否情 報 の収 集 に協 力 す る場合 には、原 則 と して、 安否情 報 の対 象 とな る避

難住民及 び武力攻撃災害 によ り死亡 し、又は負傷 した者 の現 に所在す る地方公共団体 の長 に安否
情報 を提供す るもの とし、当該者 が住所 を有す る地方公共団体 が判明 してい る場合 には併せて当
該地方公共団体 の長 に対 し安否情報 の提供 を行 うよう努 めるものとする。
第 4章

応急の復旧

・武力攻撃災害が発生 した場合、管理す る船舶等 の施設及び設備 に及 び設備 に関す るもの並びにそ
の業務 として行 う国民保護措置 に関す るものについて、安全 の確保 に配慮 した上で、速やかに船
舶 の施設及び設備 の緊急点検 を実施 し、 これ らの被害 の状況等 を把握す るとともに、迅速 に応急
の復旧のための措置 を実施す るよう努 めるものとす る。
・対策本部 は、必要に応 じ、被災情報及 び応急の復旧の実施状況を県知事 に報告す るものとする。
第 5章

緊急対処事態への対処

・緊急対処保護措置 の実施体制並 びに措置 の内容及 び実施方法 については、 この計画 の第 1章 か ら
第 4章 までの定 めに準 じて行 うこととす る。

第 6章 計画の適切な見直 し
。適時 この計画 の内容 につ き検討 を加 え、必要 があると認 め る ときは、 自主的 にこれを変更 す るも
の とし、変更 を行 った際 は、軽微 な変更である場合 を除き、県知事 に報告す るもの とす る。ま
た、関係市町村長 に通知す るとともに、 ホームページ等 において公表を行 うものとす る。
,こ の計画 の変更 に当 たつては、 この計画 の下 で業務 に従事す る者等 の意見を聴 く機会 を確保す る

ほか広 く関係者 の意見を求 め るよ う努 め るもの とす る。
。この計画を変更す るため必要があると認めるときは、関係指定行政機関 の長及 び指定地方行政機
関 の長、地方公共団体 の長等並びに指定公共機関及 び指定地方公共機関並びにその他 の関係者 に
協力 を求 めるもの とす る。
対 し、資料又 は情報 の提供、意見 の陳述その他必要な―

